
24085 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第1競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走9時50分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：02．1
1：58．9

良
良

816 ミ ル ウ 牝2鹿 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 82：02．9 3．9�
510 トーセンアレックス 牡2青鹿54 横山 和生島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 22：03．32� 28．4�
11 ロ ゼ ッ ト 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 406－122：03．51� 63．1�
714 ジョブックルーチェ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 454－102：03．71 265．5�
611 トロワエスポワール 牡2鹿 54 横山 武史村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 アタマ 6．5	
23 マイネルグスタフ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 22：03．8� 8．1

48 トゥーマイフォー 牡2栗 54 横山 典弘小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 456± 0 〃 クビ 17．7�
59 ペイルライダー 牝2鹿 54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B458－102：03．9クビ 51．3�
612 ユキノフラッシュ 牡2黒鹿54 服部 茂史嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 450－ 62：04．22 9．8

（北海道）

713 ラブカプチーノ 牝2芦 54
51 ▲秋山 稔樹増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 2 〃 ハナ 37．4�

36 ナックイルシーブ 牡2芦 54 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532＋ 2 〃 クビ 3．5�

24 ロードフェイロン 牡2鹿 54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 448－ 6 〃 ハナ 17．5�
47 ヤマニンジャベリン 牡2黒鹿54 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 522－ 42：04．3� 135．8�
35 サ ン マ ッ ハ 牡2黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 474－ 62：04．51� 265．5�
815 ロードリスペクト 牡2鹿 54 加藤 祥太 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 488－ 22：04．6� 25．9�
12 ピエナゴールド 牡2鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 466－ 8 〃 クビ 76．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，271，200円 複勝： 48，821，900円 枠連： 10，234，400円
馬連： 51，036，200円 馬単： 20，624，400円 ワイド： 48，314，500円
3連複： 82，763，500円 3連単： 78，376，400円 計： 372，442，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 630円 � 810円 枠 連（5－8） 2，880円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 9，500円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 3，840円 �� 12，980円

3 連 複 ��� 87，790円 3 連 単 ��� 321，030円

票 数

単勝票数 計 322712 的中 � 67986（2番人気）
複勝票数 計 488219 的中 � 82099（2番人気）� 18093（8番人気）� 13579（10番人気）
枠連票数 計 102344 的中 （5－8） 2747（10番人気）
馬連票数 計 510362 的中 �� 6597（22番人気）
馬単票数 計 206244 的中 �� 1627（32番人気）
ワイド票数 計 483145 的中 �� 5184（29番人気）�� 3249（41番人気）�� 948（73番人気）
3連複票数 計 827635 的中 ��� 707（179番人気）
3連単票数 計 783764 的中 ��� 177（776番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―12．5―13．0―13．0―12．4―12．2―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．0―35．5―48．5―1：01．5―1：13．9―1：26．1―1：38．3―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
15（14，13）（6，12）（1，8，16）10（7，9，11）3，4（2，5）
15（13，12）（14，16）6（1，10，11）9（7，8，3）（4，5）2

2
4
15，13（14，12）6（1，16）（8，11）（7，10）（3，9）（2，4，5）・（15，16）12（14，13，10，11）6（1，3，9）8（7，4，5）2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ル ウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 札幌5着

2018．2．25生 牝2鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 ジョブックルーチェ号の騎手原優介は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）

ジョブックルーチェ号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コーチェラ号・フレンドジェイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24086 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：07．5

良
良

612 デルマカンノン 牝2鹿 54 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 428－ 41：10．7 4．7�
713 ボ ル ゲ リ 牡2鹿 54 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 486± 0 〃 アタマ 6．4�
23 テイエムミラクル 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 498± 0 〃 アタマ 20．5�
714 ゴットゴーゴー 牝2黒鹿54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 6 〃 アタマ 8．2�
48 コスモサンレミ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 438－ 61：10．91� 4．1�
11 プラチナレディ 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成細谷 典幸氏 伊藤 大士 日高 藤本ファーム 430＋ 41：11．0� 40．3	
59 ゲツメンチャクリク 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 424＋ 41：11．21� 46．2

36 ラ イ ン マ ン 牡2鹿 54 勝浦 正樹鹽田 久義氏 南田美知雄 新冠 大狩部牧場 422－ 81：11．3� 58．8�
24 ロダンレイジング 牝2鹿 54

52 △亀田 温心三浦 勝仁氏 小崎 憲 浦河 多田 善弘 442－ 21：11．4クビ 10．6�
816 ジオパークマグマ 牡2鹿 54 柴山 雄一小関 勝紀氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 440＋ 6 〃 クビ 39．1
47 シーオブクラウズ 牡2芦 54 横山 武史岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 460± 01：11．5クビ 15．8�
12 スマートジュリアン 牝2青鹿54 吉田 隼人大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 464－ 61：11．6� 12．9�
510 サンシェリダン 牝2青鹿54 大野 拓弥 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ B468± 01：12．45 52．2�
815 キ ン バ 牡2栃栗54 菱田 裕二ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 436＋ 21：12．71� 16．6�
611 リュニックフルール 牝2栗 54 川島 信二フィールドレーシング 新谷 功一 安平 追分ファーム 422＋ 21：13．02 302．3�
35 ハンマーモンスター 牡2黒鹿54 石川 倭副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 422＋ 41：14．7大差 358．3�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，178，800円 複勝： 46，494，100円 枠連： 11，417，100円
馬連： 47，604，400円 馬単： 19，760，700円 ワイド： 48，488，200円
3連複： 77，793，000円 3連単： 69，664，200円 計： 350，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 210円 � 470円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，300円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 27，590円

票 数

単勝票数 計 291788 的中 � 51537（2番人気）
複勝票数 計 464941 的中 � 78417（2番人気）� 60319（3番人気）� 20591（9番人気）
枠連票数 計 114171 的中 （6－7） 10612（2番人気）
馬連票数 計 476044 的中 �� 29213（3番人気）
馬単票数 計 197607 的中 �� 6365（3番人気）
ワイド票数 計 484882 的中 �� 26143（2番人気）�� 9300（14番人気）�� 6123（26番人気）
3連複票数 計 777930 的中 ��� 8215（21番人気）
3連単票数 計 696642 的中 ��� 1830（61番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―46．1―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．5
3 8（10，12）（3，7）13（1，9）15，2，4，14－（6，16）11－5 4 ・（8，12）10（3，7，13）（1，9）（2，15，14）－4（6，16）－11＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマカンノン �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Belong to Me デビュー 2020．7．11 函館3着

2018．3．16生 牝2鹿 母 マスターマイン 母母 ソプランマリダフ 4戦1勝 賞金 9，410，000円
〔制裁〕 テイエムミラクル号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

テイエムミラクル号の騎手秋山稔樹は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハンマーモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月6日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 タガノセーヌ号・ドリップワン号・ワンモアナイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 札幌競馬 第８日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



24087 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

55 カーテンコール 牝3栗 54 横山 武史 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 6 58．8 3．5�
811 ホウオウエインセル 牝3芦 54 川島 信二小笹 芳央氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 4 59．43� 10．8�
44 マコトヤマンバギリ 牡3栗 56 吉田 隼人�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：00．03� 46．1�
79 ネ ル ハ 牡3栗 56 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 516± 01：00．1� 26．9�
22 キョウワディーヴァ 牝3鹿 54 菱田 裕二浅川 昌彦氏 角田 晃一 新冠 協和牧場 470－ 2 〃 クビ 19．0�
812 レディオタイムズ 牝3鹿 54

52 △亀田 温心下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 490± 01：00．2クビ 3．9	
11 スラーリドラーテ 牝3鹿 54 石川 倭加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 464－ 4 〃 ハナ 7．9


（北海道）

56 カテドラルロック 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 430± 01：00．3� 12．4�

67 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54
51 ▲秋山 稔樹中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 B466－ 41：00．51� 13．6�

710 クレヴァージャッジ 牡3青 56 勝浦 正樹西田 順彦氏 新開 幸一 平取 中川 隆 480＋ 41：01．03 103．5
68 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54 加藤 祥太森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 446± 01：01．63� 24．0�
33 ペプチドシンデレラ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 434＋ 21：02．98 5．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，501，200円 複勝： 45，446，400円 枠連： 8，116，000円
馬連： 42，658，100円 馬単： 20，107，900円 ワイド： 39，986，900円
3連複： 65，666，700円 3連単： 70，588，100円 計： 321，071，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 330円 � 790円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，950円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 19，120円 3 連 単 ��� 66，540円

票 数

単勝票数 計 285012 的中 � 64604（1番人気）
複勝票数 計 454464 的中 � 83882（2番人気）� 34221（5番人気）� 12097（11番人気）
枠連票数 計 81160 的中 （5－8） 16505（1番人気）
馬連票数 計 426581 的中 �� 18505（4番人気）
馬単票数 計 201079 的中 �� 4858（9番人気）
ワイド票数 計 399869 的中 �� 14130（6番人気）�� 5182（31番人気）�� 2975（44番人気）
3連複票数 計 656667 的中 ��� 2575（74番人気）
3連単票数 計 705881 的中 ��� 769（253番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．8―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．5
3 ・（3，5，12）－11，9（1，7）4（6，8）（2，10） 4 5，12（3，11）－9（1，7，4）－6，2－10－8

勝馬の
紹 介

カーテンコール �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．10．14 東京3着

2017．5．13生 牝3栗 母 アウトシャイン 母母 レディブラッサム 10戦1勝 賞金 14，340，000円
〔制裁〕 スラーリドラーテ号の騎手石川倭は，後検量について注意義務を怠り戒告。
〔その他〕 ペプチドシンデレラ号は，競走中に疾病〔熱射病〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24088 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第4競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走11時25分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

711 サンロックランド 牡3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 504＋ 61：47．0 8．5�
58 アポロリリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 424＋ 4 〃 クビ 12．3�
69 オーシャンバローズ 牡3鹿 56 横山 武史猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 466＋ 21：47．63� 3．7�
11 � ストロマンテ 牡3栗 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 国枝 栄 愛 Brittas

House Stud 438± 01：47．7� 11．1�
45 プ ロ ス ペ ロ 牡3栗 56 服部 茂史村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 480－ 21：48．01	 38．4�

（北海道）

34 グッドラックスター 牝3青鹿54 荻野 琢真
嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 434± 01：48．1クビ 7．3	
610� デイオブサンダー �3栗 56 黛 弘人ゴドルフィン 田中 剛 愛

B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

464＋101：48．2� 92．6

712 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56

54 △亀田 温心 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．62� 38．4�

814 メイショウオイワキ 牡3黒鹿56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 480＋ 21：48．81� 14．0�
33 � アンバウンディド 牡3鹿 56 吉田 隼人山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Bill Justice B460－ 2 〃 クビ 8．6
57 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 大野 拓弥亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 41：48．9� 3．6�
46 リベリアスハート 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 31：49．0クビ 131．0�

813� エアアサンテ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド堀 宣行 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

502 ―1：56．2大差 37．3�
22 アンネローゼ 牝3鹿 54 水口 優也�ミルファーム 大和田 成 千歳 社台ファーム 440－ 4 （競走中止） 420．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，446，300円 複勝： 45，875，100円 枠連： 8，255，300円
馬連： 45，166，500円 馬単： 20，005，100円 ワイド： 45，200，400円
3連複： 71，981，300円 3連単： 77，230，800円 計： 347，160，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 190円 � 320円 � 160円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 470円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 35，680円

票 数

単勝票数 計 334463 的中 � 31341（4番人気）
複勝票数 計 458751 的中 � 63904（3番人気）� 30109（5番人気）� 86321（2番人気）
枠連票数 計 82553 的中 （5－7） 7784（3番人気）
馬連票数 計 451665 的中 �� 8028（16番人気）
馬単票数 計 200051 的中 �� 1899（30番人気）
ワイド票数 計 452004 的中 �� 8178（18番人気）�� 26130（3番人気）�� 15110（7番人気）
3連複票数 計 719813 的中 ��� 12194（14番人気）
3連単票数 計 772308 的中 ��� 1569（122番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．4―12．7―12．8―12．4―12．7―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．6―43．3―56．1―1：08．5―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．5
1
3
・（7，8）9－（4，10）6（1，3，12）－（2，5）（11，13）－14・（7，8，9）－（4，6，10）（12，3）（1，11）－（5，14）－2－13

2
4
・（7，8，9）－（4，10）（1，6）12，3，2（5，11）－14，13・（8，9）7（4，11）（1，6，10）（12，3）5，14＝13＝2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンロックランド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．11．2 東京9着

2017．4．12生 牡3鹿 母 ア リ ー ペ デ 母母 ビューティトゥペトリオロ 11戦1勝 賞金 10，430，000円
〔競走中止〕 アンネローゼ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアアサンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月6日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウォータージョイ号・レッドエランドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24089 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

23 アイオープナー 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 42：01．9 16．9�

59 タイミングハート 牡3黒鹿56 吉田 隼人�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 アタマ 4．3�
36 モズナガレボシ 牡3芦 56 古川 吉洋 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 492± 02：02．11� 43．0�
713 ゴールデンスターズ �3栗 56 柴山 雄一 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 42：02．2クビ 16．3�
714 スカイヴァルキリー 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 464－ 4 〃 クビ 27．5	
12 アイスジェイド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 アタマ 5．0

815 アニマフレスカ 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 448－ 62：02．62	 160．7�
24 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 42：02．92 5．2�
816 シュルシャガナ 牡3芦 56 横山 典弘ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 434－10 〃 アタマ 6．5
48 スカイボルト 牡3栗 56

54 △亀田 温心�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 448－ 22：03．0	 127．4�
611 ウォーターハミング 牝3黒鹿54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 450－ 42：03．1	 14．2�
35 ブルームラッシュ 牡3鹿 56 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B460－ 42：03．31� 6．4�
11 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 石川 倭エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 538＋ 62：04．25 112．1�

（北海道）

510 レディトゥラン 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 414－ 22：04．62	 415．8�

612 ニシノアクシス 牡3鹿 56 石川裕紀人西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 B500± 02：13．3大差 24．2�
47 ペ ル ー ジ ュ 牝3鹿 54 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 418－ 4 （競走中止） 251．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，778，800円 複勝： 63，966，600円 枠連： 9，748，000円
馬連： 56，522，600円 馬単： 23，889，000円 ワイド： 56，501，100円
3連複： 91，547，200円 3連単： 91，759，000円 計： 428，712，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 380円 � 190円 � 1，190円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 990円 �� 8，700円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 34，310円 3 連 単 ��� 165，480円

票 数

単勝票数 計 347788 的中 � 16390（8番人気）
複勝票数 計 639666 的中 � 41859（7番人気）� 106635（2番人気）� 11428（11番人気）
枠連票数 計 97480 的中 （2－5） 8820（1番人気）
馬連票数 計 565226 的中 �� 11975（15番人気）
馬単票数 計 238890 的中 �� 2288（32番人気）
ワイド票数 計 565011 的中 �� 15362（12番人気）�� 1629（53番人気）�� 3986（41番人気）
3連複票数 計 915472 的中 ��� 2001（102番人気）
3連単票数 計 917590 的中 ��� 402（520番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．6―12．5―12．4―12．2―12．1―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．8―49．3―1：01．7―1：13．9―1：26．0―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
3（16，9）4（2，6，14）（1，15）10，13，5，8，11，7－12
3，9，16（4，6）（2，14，13）（1，15，5，11）（10，8）7－12

2
4
3，9，16，4，6，2，14，1，15（10，13）（5，11）（8，7）－12
3（9，6）（16，4）（14，13）2（15，5，11）8，1，10－7＝12

勝馬の
紹 介

アイオープナー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2019．12．7 中山5着

2017．5．11生 牝3青 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 10戦1勝 賞金 13，840，000円
〔競走中止〕 ペルージュ号は，競走中に疾病〔右下腿骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔その他〕 ニシノアクシス号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24090 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第6競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

612 インザムービー 牝3鹿 53
51 △亀田 温心安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：09．4 4．5�

510 ファクトゥーラ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B452－ 21：09．61� 35．2�

11 	 ドクターデューン 牝5鹿 55
52 ▲秋山 稔樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 480＋ 4 〃 アタマ 8．2�

24 クルークヴァール 牡5鹿 57 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：09．7クビ 25．8�
611 エピックガール 牝4鹿 55 菱田 裕二合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 434－ 4 〃 アタマ 10．0�
23 リーゼントアイリス 牝5黒鹿 55

52 ▲原 優介三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 434－ 61：09．8� 25．0	
12 シ コ ウ 牡3青鹿55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：09．9クビ 27．3

47 イリスファルコン 牝6鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 424－ 21：10．0� 4．4�
714 ディヴィナシオン 牡3黒鹿55 桑村 真明一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 448＋10 〃 アタマ 7．8�

（北海道）

59 ア ン ビ ル 
4黒鹿57 服部 茂史�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 482± 0 〃 クビ 185．4
（北海道）

815 リインフォース 牡3黒鹿55 加藤 祥太ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 B446－ 61：10．1クビ 22．9�
48 グラウシュトラール 牡4芦 57 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 480－ 4 〃 ハナ 13．2�
36 セ ル フ ィ ー 牝3栗 53

52 ☆団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 454－ 8 〃 クビ 7．1�

816	 タカミツリリー 牝5鹿 55 石川裕紀人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 476＋ 21：10．2� 77．4�
35 	 ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 450± 01：10．41� 30．6�
713 シルヴァーメテオ 牡6芦 57 石川 倭ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 494± 0 〃 クビ 212．7�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，151，300円 複勝： 46，051，900円 枠連： 8，450，100円
馬連： 43，300，700円 馬単： 16，266，400円 ワイド： 42，036，400円
3連複： 69，346，500円 3連単： 65，176，900円 計： 320，780，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 1，000円 � 390円 枠 連（5－6） 4，710円

馬 連 �� 8，630円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 970円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 18，680円 3 連 単 ��� 98，440円

票 数

単勝票数 計 301513 的中 � 53068（2番人気）
複勝票数 計 460519 的中 � 65386（2番人気）� 10282（13番人気）� 29964（6番人気）
枠連票数 計 84501 的中 （5－6） 1388（18番人気）
馬連票数 計 433007 的中 �� 3885（33番人気）
馬単票数 計 162664 的中 �� 962（50番人気）
ワイド票数 計 420364 的中 �� 3723（37番人気）�� 11502（7番人気）�� 4328（32番人気）
3連複票数 計 693465 的中 ��� 2784（66番人気）
3連単票数 計 651769 的中 ��� 480（333番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．2
3 12，4（3，10）（2，1）（7，8，15）（5，6）（14，16）9，11，13 4 12，4，10（3，1）8（2，15）（5，7，6，14，16）11，9，13

勝馬の
紹 介

インザムービー �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2019．6．8 東京2着

2017．2．27生 牝3鹿 母 スポークスウーマン 母母 Devil’s Imp 10戦2勝 賞金 20，300，000円
〔騎手変更〕 タカミツリリー号の騎手勝浦正樹は，第5競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 ドクターデューン号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グランフェスタ号・セレンディピア号・フジマサディープ号
（非抽選馬） 3頭 エクスチェンジ号・サンドスピーダー号・ディープサドラーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24091 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

45 イ カ ッ ト 牝3鹿 52 横山 典弘吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 462＋101：48．6 2．3�
58 コ コ ニ ア ル 牝3栗 52 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋121：48．7� 6．6�
57 ウインアルカンナ 牝3黒鹿 52

49 ▲秋山 稔樹�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 454－ 4 〃 クビ 9．2�
814 ルビーカサブランカ 牝3栗 52 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 21：49．12� 4．2�
33 マイタイムオブデイ 牝4栗 55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：49．31� 43．8	
46 ステラドーロ 牝3栗 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：49．51 10．2

11 ヤマニンプティパ 牝3鹿 52 竹之下智昭土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 446＋ 61：49．6� 26．3�
22 ルンルンクオリティ 牝4黒鹿 55

54 ☆団野 大成�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 506－ 21：49．92 57．1�
711� テイケイドルチェ 牝5鹿 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 420－141：50．0� 248．9
34 カ レ ン 牝6栗 55 柴山 雄一�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 496± 01：50．31	 16．8�
69 � マジックブルーム 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 2 〃 アタマ 244．1�
610 シャンボールロッソ 牝3鹿 52

50 △亀田 温心 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 434＋ 6 〃 クビ 21．1�
813 アドマイヤミランダ 牝3芦 52 石川裕紀人近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B466－ 21：50．61	 32．6�
712 レディフォリア 牝3黒鹿52 古川 吉洋吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 448＋ 41：51．87 308．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，331，500円 複勝： 42，425，100円 枠連： 7，957，100円
馬連： 45，921，400円 馬単： 22，208，700円 ワイド： 40，559，900円
3連複： 71，597，900円 3連単： 85，869，700円 計： 349，871，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 250円 枠 連（4－5） 480円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 420円 �� 530円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 333315 的中 � 115632（1番人気）
複勝票数 計 424251 的中 � 107580（1番人気）� 47654（3番人気）� 36211（5番人気）
枠連票数 計 79571 的中 （4－5） 12836（2番人気）
馬連票数 計 459214 的中 �� 36755（2番人気）
馬単票数 計 222087 的中 �� 13028（3番人気）
ワイド票数 計 405599 的中 �� 25847（2番人気）�� 19981（3番人気）�� 9548（11番人気）
3連複票数 計 715979 的中 ��� 18191（7番人気）
3連単票数 計 858697 的中 ��� 5865（22番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．2―12．4―12．3―12．2―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．3―48．7―1：01．0―1：13．2―1：25．1―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3
1，12（7，13）8（5，10）（6，14）11（3，2）4，9
1（7，12，13）（5，8，14）（6，11）（3，10，4）2，9

2
4
1，12（7，13）8（5，14）6（10，11）－2（3，4）－9・（1，7）8（5，13，14）（6，2）（3，12，11）（10，4）－9

勝馬の
紹 介

イ カ ッ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Forestry デビュー 2020．3．1 阪神2着

2017．5．8生 牝3鹿 母 ロジャーズスー 母母 Fabulous 5戦2勝 賞金 17，000，000円
〔騎手変更〕 マジックブルーム号の騎手勝浦正樹は，第5競走での落馬負傷のため山田敬士に変更。
〔制裁〕 イカット号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タンレイ号
（非抽選馬） 3頭 キモンルビー号・ポートメイリオン号・レッドアクトレス号

24092 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

58 ゼノヴァース 牡3鹿 54
53 ☆団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 456＋ 61：44．3 13．6�
46 � ブロッコリー 牡5鹿 57 大野 拓弥嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 478± 01：46．3大差 9．3�
45 インナーアリュール 牡3鹿 54

51 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 470＋ 21：46．4クビ 36．2�
34 フームスムート 牡3黒鹿54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 506－ 21：46．61	 3．6�
69 イルミネーター 牡3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 488－ 2 〃 アタマ 32．4�
610� リュウノゾロ 
3鹿 54 古川 吉洋蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 482＋12 〃 クビ 6．1	
11 ダ ッ チ マ ン 
3青鹿 54

52 △亀田 温心小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456＋ 41：47．02� 15．0

711� フラミンゴフライト 牝3芦 52 吉田 隼人吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

486＋ 81：47．74 22．0�
22 スパークインザアイ 
3鹿 54 石川 倭西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452± 01：48．01� 33．9�

（北海道）

33 ディーグランデ 
6鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 466－ 6 〃 クビ 87．1
57 シフクユウヒ 牡3栗 54 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 514＋101：48．2 48．3�
712� ベッサメモー 牝3鹿 52 菱田 裕二吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

B518＋ 41：48．3 11．8�
814� ク レ パ ト 牝3鹿 52 横山 武史小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

460＋121：48．4クビ 3．3�
813 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 496＋ 81：48．5 55．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，966，100円 複勝： 51，920，400円 枠連： 8，991，000円
馬連： 52，221，600円 馬単： 22，305，400円 ワイド： 49，087，900円
3連複： 80，051，700円 3連単： 85，877，000円 計： 387，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 480円 � 290円 � 720円 枠 連（4－5） 3，570円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 7，960円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 71，900円 3 連 単 ��� 288，240円

票 数

単勝票数 計 369661 的中 � 21639（6番人気）
複勝票数 計 519204 的中 � 27669（7番人気）� 51928（3番人気）� 17471（8番人気）
枠連票数 計 89910 的中 （4－5） 1951（17番人気）
馬連票数 計 522216 的中 �� 8307（15番人気）
馬単票数 計 223054 的中 �� 1578（39番人気）
ワイド票数 計 490879 的中 �� 5178（27番人気）�� 1576（70番人気）�� 2936（44番人気）
3連複票数 計 800517 的中 ��� 835（194番人気）
3連単票数 計 858770 的中 ��� 216（831番人気）

ハロンタイム 6．7―11．2―12．2―12．2―12．7―12．5―12．2―11．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．1―42．3―55．0―1：07．5―1：19．7―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3

・（12，14）（1，9，13）8（4，11）2（7，10）3（5，6）・（12，14，8）13（1，9）11（4，10）（3，7）6，2－5
2
4
12，14（1，9，13）8（4，11）7，2（3，10）6－5
8＝（12，9）（14，4，10）1，6（13，11）（3，7，5）2

勝馬の
紹 介

ゼノヴァース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2019．10．27 東京4着

2017．1．7生 牡3鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 7戦2勝 賞金 17，100，000円
〔騎手変更〕 ディーグランデ号の騎手勝浦正樹は，第5競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アントニウス号・エウロパ号・クラウドスケープ号・タイドオブハピネス号・フォレストタウン号・

マーキュリーセブン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24093 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第9競走 ��1，500�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

69 � カズミドリーム 牝5栗 55 菱田 裕二藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 458－ 21：29．3 89．8�
58 レッドクレオス 牡4栗 57

56 ☆団野 大成 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 4．6�
813 ホーリーライン 牝4青鹿55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 442＋ 21：29．51 4．2�
22 ヴ ィ デ ィ ア 牝3鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 2．4�
34 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 古川 吉洋山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 434± 01：29．6クビ 26．8	
814 ガ ト ン �4芦 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 506＋ 8 〃 アタマ 13．3

712 カップッチョ 牡3鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 464＋ 6 〃 クビ 35．6�
711 ディザイアソング 牝4鹿 55 大野 拓弥尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 452－ 21：29．7� 17．9�
33 ギンコイエレジー 牝5黒鹿55 柴山 雄一 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482＋16 〃 クビ 52．1
57 コスモスタック 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 460－ 2 〃 アタマ 31．2�
46 メイクアンシー 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 454－ 41：30．23 56．2�
610� アールグランツ 牡4黒鹿 57

55 △亀田 温心前原 敏行氏 鈴木 伸尋 登別 ユートピア牧場 474－ 21：30．3� 84．6�
45 グットクルサマー �5栗 57

54 ▲原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 472－ 41：30．4	 75．8�
11 シゲルチキュウ 牡3栗 55

52 ▲秋山 稔樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 矢野牧場 478± 01：30．5� 10．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，926，300円 複勝： 42，669，200円 枠連： 9，214，900円
馬連： 58，733，100円 馬単： 25，029，200円 ワイド： 44，929，600円
3連複： 85，629，400円 3連単： 117，580，200円 計： 418，711，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，980円 複 勝 � 1，420円 � 210円 � 190円 枠 連（5－6） 6，940円

馬 連 �� 22，890円 馬 単 �� 65，860円

ワ イ ド �� 5，050円 �� 5，730円 �� 540円

3 連 複 ��� 28，760円 3 連 単 ��� 400，210円

票 数

単勝票数 計 349263 的中 � 3110（14番人気）
複勝票数 計 426692 的中 � 5858（13番人気）� 57025（3番人気）� 68390（2番人気）
枠連票数 計 92149 的中 （5－6） 1029（22番人気）
馬連票数 計 587331 的中 �� 1988（50番人気）
馬単票数 計 250292 的中 �� 285（114番人気）
ワイド票数 計 449296 的中 �� 2188（51番人気）�� 1927（53番人気）�� 23503（3番人気）
3連複票数 計 856294 的中 ��� 2233（85番人気）
3連単票数 計1175802 的中 ��� 213（819番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．3―11．5―12．0―12．3―12．0―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．1―29．4―40．9―52．9―1：05．2―1：17．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4

3 ・（4，1）－2，12（3，8）（5，13）（7，10）（11，14）（6，9）
2
4
4（1，2）12（3，8）13，7，10（5，11，14）9－6
4（1，2）（3，12，8）13（7，5，14）（11，9）（6，10）

勝馬の
紹 介

�カズミドリーム �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 More Than Ready

2015．5．31生 牝5栗 母 シーキングドーラ 母母 Seeking Triones 19戦1勝 賞金 14，700，000円
地方デビュー 2017．7．13 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タガノキトピロ号

24094 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第10競走 ��
��1，200�す ず ら ん 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：07．5

良
良

12 ラストリージョ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 444－121：10．1 31．9�

816	 クローリスノキセキ 牝2鹿 54 服部 茂史嶋田 賢氏 田中 淳司 新ひだか 岡田牧場 446± 0 〃 ハナ 20．7�
（北海道） （北海道）

510 リ メ ス 牡2栗 54 横山 和生�桑田牧場 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 450－ 6 〃 ハナ 7．0�
713	 ブルースウェード 牝2鹿 54 山本咲希到�新生ファーム 松本 隆宏 日高 新生ファーム 440± 0 〃 クビ 136．7�

（北海道） （北海道）

815 セントポーリア 牝2鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452＋101：10．31
 41．5	
36 プロトサマニ 牝2芦 54 団野 大成福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 488＋121：10．51
 19．6

24 	 リ ー チ 牡2芦 54 荻野 琢真原 久美子氏 林 和弘 日高 シンボリ牧場 508－ 61：10．6� 31．5�

（北海道）

612 ラ ピ カ ズ マ 牡2黒鹿54 大野 拓弥合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472＋ 81：10．81
 8．1�
611 マウンテンムスメ 牝2栗 54 菱田 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 6 〃 ハナ 6．1
11 	 ハッピーホンコン 牡2栗 54 落合 玄太会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 430± 01：11．01� 118．3�
（北海道） （北海道）

23 ニシノエルサ 牝2芦 54 石川裕紀人西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 446＋ 2 〃 クビ 16．7�
59 ドナタイフーン 牝2鹿 54 横山 武史小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 下屋敷牧場 444－ 81：11．74 3．2�
48 	 リスカルダメント 牝2鹿 54 桑村 真明 �ユートピア牧場 角川 秀樹 安平 ゼットステーブル 452－121：11．8� 47．8�

（北海道） （北海道）

714	 マサノサファイヤ 牝2鹿 54 石川 倭中村 時子氏 斉藤 正弘 新ひだか 中村 時子 406－ 81：12．22� 178．5�
（北海道） （北海道）

47  ア ス カ ロ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family
Stables, LLC 470＋ 81：12．41 6．2�

35 サ ノ カ ポ 牝2黒鹿54 秋山 稔樹佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 412－ 41：13．57 81．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，382，300円 複勝： 61，322，500円 枠連： 17，204，500円
馬連： 78，356，800円 馬単： 33，907，900円 ワイド： 62，812，800円
3連複： 116，908，200円 3連単： 132，897，900円 計： 555，792，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 620円 � 510円 � 240円 枠 連（1－8） 10，400円

馬 連 �� 24，260円 馬 単 �� 54，690円

ワ イ ド �� 5，780円 �� 3，040円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 57，600円 3 連 単 ��� 461，000円

票 数

単勝票数 計 523823 的中 � 13916（10番人気）
複勝票数 計 613225 的中 � 23466（9番人気）� 29346（7番人気）� 78981（2番人気）
枠連票数 計 172045 的中 （1－8） 1281（26番人気）
馬連票数 計 783568 的中 �� 2503（56番人気）
馬単票数 計 339079 的中 �� 465（118番人気）
ワイド票数 計 628128 的中 �� 2776（52番人気）�� 5329（35番人気）�� 6874（26番人気）
3連複票数 計1169082 的中 ��� 1522（160番人気）
3連単票数 計1328979 的中 ��� 209（1080番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．7―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 10，11（2，13）（3，15）（5，16）9（7，14，12）8（1，6）－4 4 ・（10，11）（2，13）15－16（3，12，6）（9，4）（5，8，14）（7，1）

勝馬の
紹 介

ラストリージョ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2020．7．25 新潟1着

2018．3．27生 牝2鹿 母 コスモマクスウェル 母母 ニューシャグラ 2戦2勝 賞金 23，350，000円
〔騎手変更〕 ニシノエルサ号の騎手勝浦正樹は，第5競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔その他〕 ブルースウェード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

サノカポ号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルースウェード号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月6日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アルナージ号・スイートアリエス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24095 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第11競走 ��
��2，600�

たんちょう

丹頂ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1．8．31以降2．8．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：37．1

良
良

45 ボ ス ジ ラ 牡4芦 55 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506－ 62：38．7 2．7�

33 バ レ リ オ 牡5芦 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 22：39．02 10．6�

46 タイセイトレイル 牡5黒鹿55 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 22：39．31� 11．6�
57 スズカロング 牡6鹿 51 亀田 温心永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 494＋ 42：39．51� 30．9�
712 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿54 横山 典弘�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504－10 〃 クビ 7．1	
22 ハナズレジェンド 牡7栗 54 藤岡 佑介広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458± 02：39．6	 8．1

58 プリンスオブペスカ 牡6鹿 54 古川 吉洋山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B484＋ 22：39．7	 28．9�
610 ゴールドフラッグ 牡5黒鹿51 荻野 琢真合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B496－122：39．8� 79．5�
814
 ナ イ マ マ 牡4鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 480＋ 82：40．01	 6．9
11 ヒシゲッコウ 牡4黒鹿52 吉田 隼人阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B488± 02：40．31� 8．6�
69 バラックパリンカ 牡4黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 450＋102：40．4	 17．4�
711
 ルミナスウォリアー 牡9鹿 55 川島 信二中西 功氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 474－ 22：41．67 108．3�
34 ヤマカツライデン 牡8黒鹿53 団野 大成山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 536－10 〃 クビ 70．4�
813 ネイビーブルー 牡7鹿 50 秋山 稔樹青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 512± 02：41．91	 42．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，685，000円 複勝： 108，647，600円 枠連： 32，518，500円
馬連： 214，417，500円 馬単： 75，270，600円 ワイド： 128，958，100円
3連複： 354，701，000円 3連単： 413，341，200円 計： 1，405，539，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 300円 � 250円 枠 連（3－4） 1，120円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 610円 �� 510円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 13，890円

票 数

単勝票数 計 776850 的中 � 226218（1番人気）
複勝票数 計1086476 的中 � 304043（1番人気）� 74285（7番人気）� 92983（5番人気）
枠連票数 計 325185 的中 （3－4） 22315（5番人気）
馬連票数 計2144175 的中 �� 116117（6番人気）
馬単票数 計 752706 的中 �� 26231（7番人気）
ワイド票数 計1289581 的中 �� 55185（6番人気）�� 68350（4番人気）�� 20680（20番人気）
3連複票数 計3547010 的中 ��� 71713（14番人気）
3連単票数 計4133412 的中 ��� 21572（33番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．3―11．8―11．8―12．6―12．7―12．2―12．2―12．1―12．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．8―37．1―48．9―1：00．7―1：13．3―1：26．0―1：38．2―1：50．4―2：02．5―2：14．7―2：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→
」 上り4F48．3―3F36．2
1
�
4，14（9，13）12，11，5，8，3（1，7）（2，6）－10・（14，13）（4，11，8）（9，12，5）7（3，6）（2，1，10）

2
�
4，14（9，13）12，11，5，8，3，7，1，6（2，10）・（8，7）5（14，3，6）12，10（9，13，2，1）11，4

勝馬の
紹 介

ボ ス ジ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．7．21 福島1着

2016．3．11生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 12戦5勝 賞金 94，166，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マスターコード号

24096 9月6日 晴 良 （2札幌2） 第8日 第12競走 ��
��1，700�

く し ろ し つ げ ん

釧 路 湿 原 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

813 ヴォカツィオーネ 牝6栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 484＋ 21：45．7 7．6�

44 ホウオウライジン 牡4栗 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：45．8� 26．6�
69 ペイシャキュウ 牝4鹿 55 山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 450＋ 81：45．9� 12．1�
711 スパイスマジック 	5芦 57 黛 弘人 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B468－ 81：46．11 27．6�
710 ゴールドフレーム 	4栗 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 クビ 34．9	
45 タイトロープウィン 牝4栗 55 横山 和生浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 01：46．42 32．7

57 ロンドンデリーエア 牡3栗 54 横山 武史 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 464＋ 21：46．5クビ 1．6�
68 ウインドオブホープ 	7栗 57 石川 倭�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 536＋ 21：46．82 24．3�

（北海道）

812 エバンタイユドール 牝3栗 52 原 優介井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 524＋241：46．9クビ 83．5

22 クリノカポネ 	5鹿 57 亀田 温心栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450± 0 〃 クビ 23．3�

11 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 01：47．0� 10．8�

56 
 シゲルルビー 牝4黒鹿55 桑村 真明森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 502＋201：48．48 113．4�
（北海道）

33 � リ ョ ウ ガ 	3芦 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 464＋ 61：49．99 10．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 66，545，600円 複勝： 127，960，500円 枠連： 19，084，500円
馬連： 111，590，500円 馬単： 56，588，800円 ワイド： 93，021，800円
3連複： 182，505，500円 3連単： 269，978，600円 計： 927，275，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 330円 � 980円 � 420円 枠 連（4－8） 4，300円

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 17，500円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，070円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 26，140円 3 連 単 ��� 151，020円

票 数

単勝票数 計 665456 的中 � 69637（2番人気）
複勝票数 計1279605 的中 � 110708（2番人気）� 31190（11番人気）� 81735（4番人気）
枠連票数 計 190845 的中 （4－8） 3433（15番人気）
馬連票数 計1115905 的中 �� 9218（24番人気）
馬単票数 計 565888 的中 �� 2425（40番人気）
ワイド票数 計 930218 的中 �� 11117（22番人気）�� 23052（12番人気）�� 7262（35番人気）
3連複票数 計1825055 的中 ��� 5236（70番人気）
3連単票数 計2699786 的中 ��� 1296（357番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．1―12．8―12．7―12．4―12．3―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．1―42．9―55．6―1：08．0―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
・（7，8，11）（5，10）9，12，1－4，13－（2，3）－6・（7，8，11）（5，10，13）12（1，9）4－（6，2）＝3

2
4
・（7，8，11）（5，10）（9，12）1－（4，13）＝2（6，3）・（7，11）（8，13）（5，10）－（12，4）（1，9）2，6－3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴォカツィオーネ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．17 阪神7着

2014．3．30生 牝6栗 母 アントワープ 母母 フランダース 34戦3勝 賞金 74，445，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔騎手変更〕 ウインドオブホープ号の騎手勝浦正樹は，第5競走での落馬負傷のため石川倭に変更。
※出走取消馬 チェルシーライオン号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クリノヴィクトリア号・スズノアリュール号・ハイパーステージ号・ベアクアウフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（2札幌2）第8日 9月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

210，440，000円
8，210，000円
26，790，000円
1，460，000円
25，350，000円
74，849，000円
4，812，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
490，164，400円
731，601，300円
151，191，400円
847，529，400円
355，964，100円
699，897，600円
1，350，491，900円
1，558，340，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，185，180，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回札幌競馬第8日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。



令和2年度 第2回札幌競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，201頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，780，880，000円
45，180，000円
193，740，000円
13，360，000円
200，290，000円
2，000，000円
513，367，750円
33，741，500円
11，529，600円

勝馬投票券売得金
4，748，532，700円
6，154，763，000円
1，190，369，800円
7，492，141，700円
3，500，493，800円
5，962，122，700円
11，960，990，700円
16，677，489，200円
881，083，400円
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単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 58，567，987，000円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 2回札幌競馬は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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